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3 月の図書館だより3 月の図書館だより
真岡市立図書館真岡市立図書館

≪英語おはなし会≫7、14、21、28日（火）午前１０時～
　【内容】ジル・シルバン先生による英語の絵本の読み聞かせ
≪館長の読み聞かせ≫ 11日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 11 日（土）午後 2時～
　「一休さん」（34分）
≪おはなしの森≫ 18 日（土）午後 2時～
≪映写会（大人向け）≫ 21 日（火）午後 2時～
　「お引越し」（124分）
≪幼児向けおはなし会≫ 24日（金）午前10時～

「第 2 回 リサイクルフェア」「第 2 回 リサイクルフェア」
　除籍扱いとなった書籍や絵本、雑誌などを無償で
提供します。多数のご参加をお待ちしています。
【とき】26日（日）午前10 時～午後3 時
　※整理券の配布は午前 9 時 30 分から
【ところ】市立図書館 2 階会議室
【持ち物】マイバッグ
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/

二宮図書館二宮図書館
≪ひばりの会による読み聞かせ≫2日（木）午前10時～
≪キャンドルの会≫「絵本の読み聞かせ＆工作（ぴょん
　ぴょんいもむしを作ろう）」11日（土）午前10時～
≪映写会（大人向け）≫ 16日（木）午後2時～
　「軍師官兵衛　総集編　後編」（113分）
≪スタッフの読み聞かせ≫19日（日）午後2時～
≪館長のおはなし会≫ 25日（土）午後2時～
≪映写会（子ども向け）≫ 25日（土）午後2時30分～
　「がんばれ！ルルロロ　しあわせのおやつ」（30分）
≪三つ子の魂育成事業≫28日（火）午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ
【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286

3 月の休館日3月の休館日 （真岡・二宮）6・13・27日

「運動する時間がない」人にもできる運動「運動する時間がない」人にもできる運動
今日から始める簡単エクササイズ今日から始める簡単エクササイズ
　運動したいけれど時間がない、どうせ動くなら効
率的に運動したいという方におすすめです。簡単に
運動量を増やすコツ、続けられる運動のコツを一緒
に実践してみましょう。
【とき】3月 16日（木）午前9時 30分～ 11時 30分
　（受付・体組成計測定：午前 9時から）
【ところ】井頭温泉チャットパレス 研修室
【対象】運動習慣がない、または運動習慣を改善し
　たい 40 ～ 64歳の市民の方　先着 30人
【内容】簡単ゆがみチェック、筋トレ、ストレッチ、　
　ウォーキングなどの実践　
【講師】井頭温泉フィットネスインストラクター
【参加料】無料　【持ち物】タオル、飲み物、筆記用具
【申し込み】下記にて電話受付
【問い合わせ】健康増進課 成人健康係 
　☎ 83-8122 FAX 83-8619

まちなか保健室 まちなか保健室 
「ほっとステーション駅前館・田町館」「ほっとステーション駅前館・田町館」

ご利用のご案内ご利用のご案内
　まちなか保健室・ほっとステーションは、どなた
でも気軽に立ち寄れ、日頃の健康や生活習慣につい
て話をしたり、健康づくりに関する情報を得たりで
きるほか、保健師または看護師または助産師による
健康相談やミニ健康チェックができます。
　買い物や、ウォーキングの途中などにご利用ください。

2 館共通事項2 館共通事項
【開館日】毎日（年末年始を除く）午前９時～午後５時
【健康チェックの設備】血圧計、体脂肪計、血管年
　齢測定計、体組成計、赤ちゃんの体重測定

駅前館駅前館
【健康相談のできる日】毎日　午前10時～午後3時まで
【電話番号】080-9990-3998　
【駐車場】キューロク館（無料）

田町館田町館
【健康相談のできる日】火曜～日曜日　午前10時～
　午後 1時まで　【電話番号】080-8096-9918
【駐車場】中央商店街駐車場（無料）

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

第50 回第 50 回 市場開放デー開催 市場開放デー開催
～春キャベツとハマグリでパスタはいかがですか～～春キャベツとハマグリでパスタはいかがですか～
【とき】2月26日（日）午前8時～10時 ※雨天決行
【ところ】公設芳賀地方卸売市場内（八條 475 番地）
【内容】プリプリのはまぐりなど取り揃え、やわら
　か春キャベツや春の薫りふきのとう、好評しじみ
　汁の無料配布、1,000 円以上の購入の方に粗品プ
　レゼント（数量限定）
【出展者募集】開放デーで一緒にお菓子や雑貨など
　を販売してみませんか。詳しくは下記までご連絡
　ください。

【問い合わせ】公設芳賀地方卸売市場協力会 
　☎ 82-8585  FAX 84-0225

ボランティア募集ボランティア募集
おじいちゃん保父さんおじいちゃん保父さん

　保育園児におじいちゃんのぬくもりを伝えましょう。
【とき】月 2回、午前中 2時間程度
【ところ】市内保育所等
【対象】概ね 60歳～ 70歳までの、
　健康で明るく子どもが好きな方
【内容】子どもたちと昔の遊びや鬼ごっこ、お話など
【申し込み】3月17日（金）までに下記にて電話受付電話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【申し込み】社会福祉協議会
　 ☎ 82-8844 FAX82-5516

【申し込み・問い合わせ】市観光協会 
　 ☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

もおか観光コンシェルジュもおか観光コンシェルジュ
 　 　ガイドツアー【3 月】ガイドツアー【3 月】
日　時 集合場所 ガイド内容

12日（日）
10:00 ～ 11:30

久保記念
観光文化
交流館

『真岡のあさがきた！コース』
両替商だった久保家や
久保貞次郎氏について
学ぶツアーです。

25日（土）
10:00 ～ 11:30 仏生寺

『仏生寺』
日光を開山した勝道上
人誕生の地と伝えられ
ている仏生寺について
学ぶツアーです。

　※開始時間の 10分前までに集合 　
【募集人数】各回 20人 
【参加料】無料　※保険料 100円は別途必要
【申し込み】開催日前日までに下記へ申し込み

【ところ】観光まちづくりセンター（久保記念観光文化交流館内 ）
■うたごえ喫茶（アンサンブル花）
【とき】5（日）、19日（日）午前11時から
【参加料】無料
■押し絵教室（ふしぎな花倶楽部）
【とき】2日（木）、16日（木）午前 10時から 
【参加料】実費負担
■子供将棋教室（真岡市将棋連合会）
【とき】4日（土）、18（土）午後 2時から
【参加料】無料
■竹はり画教室（竹真会）
【とき】9（木）、23日（木）午前 9時 30分から
【参加料】実費負担

 3 月 3 月ののモオカの休日開催モオカの休日開催

【申し込み・問い合わせ】市観光協会 
　 ☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

モオカの休日モオカの休日
一閑張り手提げかご作り一閑張り手提げかご作り
【とき】3月 26日（日）、4月 2日（日）、９日（日）、
　16日（日）、23日（日）午後１時～午後４時
　（全５回で作品を仕上げます）
【ところ】観光まちづくりセンター
　（久保記念観光文化交流館内）
【定員】15人
【持ち物】エプロン、布切りバサミ
【参加料】7,000 円　【主催】いちごの会

【申し込み・問い合わせ】市観光協会 
　 ☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

料金無料
秘密厳守 3 月の各種相談日

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など   14日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望   14日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※3/3（金）8:30～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

 14日（火）10:00～12:00
（予約申し込み順12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
　受付時間9：00～ 14：00

7・14・21・28 日
各火曜日9:00～15:00

◇二宮コミュニティセンター
行政相談  行政への意見 ･要望  7日（火）  9:30 ～11:30

【人権相談の問い合わせ】社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

　 3月 3 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】1日（水）午前10 時～11時
【ところ】青年女性会館1階研修室女性室
【対象】市内在住・勤務の方、真岡市へ嫁ぎたい方
【持ち物】写真（全身タテ 13cm×ヨコ 9cm以内）、
　印鑑、身分を証明するもの　【主催】真岡市縁組センター
【問い合わせ】出会い結婚サポートセンター ☎83-1234

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座
　認知症について正しく学んでみませんか。
【とき】3月 8日（水）午前 9時 30分～ 11時
【ところ】二宮コミュニティセンター　202会議室
【対象】講座内容に関心のある市民の方　【受講料】無料
【申し込み・問い合わせ】いきいき高齢課地域支援係
　（地域包括支援センター）☎ 83-8132 FAX 83-6335

ファミリー・サポート・センター交流会ファミリー・サポート・センター交流会
お料理教室お料理教室

　会員同士の親睦を深めるため、料理教室を開催
します。オープンいなり、簡単コーンスープ、フルー
ツミルクゼリーを作ります。
【とき】3月11日（土）  午前9時30分
　～正午（受付：午前9時から）
【ところ】市公民館大内分館 調理室
【対象】先着 24人
　◆ファミリー・サポート・センター会員およびその家族 
　◆当センターの活動に興味・関心のある方　
【参加料】大人 500円、3歳以上～小学生 100円
【持ち物】エプロン、三角巾（バンダナ）、筆記用具、
　蓋付きの容器
【申し込み】3月7日（火）午後5時までに下記にて電話受付
【その他】※お子様は 3歳から料理に参加できます。
　※ 3歳未満のお子様は託児可能です。
　※当日お子様を預かってくれる提供会員さんも
　　あわせて募集します。
【申し込み・問い合わせ】ファミリー・サポート・センター
　（児童家庭課内）☎ 83-8131 FAX82-2340
　（平日午前 8時 30分～午後 5時）

3 月の3月の
子育て支援センター＆サロン子育て支援センター＆サロン
【子育て支援センター・子育てサロン開設日】

と　こ　ろ   開設日・時間
第一子育て支援センター
（こっこひろば）

月～日（祝日は除く）
午前 9時～午後 5時

第二子育て支援センター
（ぴよぴよひろば）

月～金（土・日・祝日は除く）
午前 9時～午後 5時

子育てサロン大内分館
（大内農業構造改善センター） 7日･14日（火）

午前9時～正午

子育てサロン二宮分館
（二宮コミュニティセンター） 8日･15日（水）

子育てサロン中村分館
（中村農村環境改善センター） 9日･16日（木）

子育てサロン山前分館
（山前農村環境改善センター） 10日･17日（金）

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（2・15・17 日の午後、
3日・9日・土・日・祝日は除く）
午前9時～正午、午後1時～3時

【にのみや保育園子育て支援センターの行事予定】
2日（木）午前10時～ ひなまつり集会
8日（水）・10日（金）
15日（水）・24日（金）
午前 11時～

体育遊び

28日（火）午前 11時～ 栄養士の先生とほっと
なひととき

【問い合わせ】にのみや保育園子育て支援センター☎ 73-2200
エンゼル広場＆もしもしテレフォン相談室エンゼル広場＆もしもしテレフォン相談室

【とき】3月 1日（水）
《エンゼル広場（施設開放）》午前 9時 30分～11時
《もしもしテレフォン相談室》午後 1 時～4時
【ところ】市内保育所、認定こども園等


